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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第3四半期 95,863 2.9 15,602 35.6 16,958 38.7 16,164 37.6

2020年3月期第3四半期 93,192 8.3 11,506 8.3 12,225 7.4 11,749 10.3

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　16,593百万円 （46.3％） 2020年3月期第3四半期　　11,343百万円 （14.1％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

2021年3月期第3四半期 33.42 ―

2020年3月期第3四半期 24.29 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第3四半期 864,494 145,524 16.5

2020年3月期 860,507 128,931 14.6

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 143,000百万円 2020年3月期 126,017百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年3月期 ― 0.00 ―

2021年3月期（予想） 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 127,800 0.6 16,400 876.5 17,600 925.5 16,500 ― 34.11

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期3Q 484,620,136 株 2020年3月期 484,620,136 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 917,396 株 2020年3月期 917,346 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 483,702,774 株 2020年3月期3Q 483,702,897 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資
料Ｐ２「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種政策等により、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響によって停滞した消費活動が持ち直し、緩やかな回復基調が続いておりました。しかしながら、

感染者の増加や全国的な再拡大などを背景に、都市部を中心に再度緊急事態宣言が発令され、それによる経

済活動への影響が懸念されるなど、先行きは不透明な状況となっております。 

消費者金融業界におきましては、経済活動の再開に伴い、大手各社における新規成約件数および営業貸付

金残高は徐々に回復しております。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、経営の重要課題である利息返還請求へ対応しつつ、

グループ全体での金融事業の多角化や営業アセットの拡大に努め、「安全性」「収益性」「成長性」のバラン

スを重視した経営に取り組んでおります。 

 

（業績の概況） 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は 95,863 百万円（前年同期比 2.9％増）とな

りました。その主な内訳といたしましては、営業貸付金利息が 55,679 百万円（前年同期比 4.3％増）、包括

信用購入あっせん収益が 14,136 百万円（前年同期比 7.3％増）、信用保証収益が 10,959 百万円（前年同期比

3.2％減）となっております。 

営業費用につきましては、1,425 百万円減少の 80,261 百万円（前年同期比 1.7％減）となりました。その

主な要因といたしましては、新型コロナウイルスの感染拡大による消費活動の落ち込みに伴う販売促進費の

減少や、営業アセット減少に伴う貸倒引当金繰入額の減少などによるものであります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業利益は 15,602 百万円（前年同期比

35.6％増）、経常利益は 16,958 百万円（前年同期比 38.7％増）となりました。また、親会社株主に帰属する

四半期純利益は、非支配株主に帰属する四半期純損失 187 百万円を計上した結果、16,164 百万円（前年同期

比 37.6％増）となりました。 

 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

2021 年３月期の当社グループの業績予想につきましては、2020 年 11 月 11 日に公表いたしました予想から

変更はありません。 

なお、本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づく見通しであり、現状の当社を

取り巻く事業環境は様々なリスクが存在し、最終の業績は予想値と異なる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイフル㈱(8515) 2021年３月期 第３四半期決算短信

2



２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 43,524 42,286

営業貸付金 516,960 507,571

割賦売掛金 102,942 103,036

営業投資有価証券 1,451 1,777

支払承諾見返 157,858 163,953

その他営業債権 8,858 8,661

買取債権 3,121 2,994

その他 30,612 33,879

貸倒引当金 △51,608 △52,623

流動資産合計 813,722 811,537

固定資産

有形固定資産 19,698 19,084

無形固定資産 4,285 5,368

投資その他の資産 22,800 28,504

固定資産合計 46,784 52,956

資産合計 860,507 864,494

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 37,156 45,978

支払承諾 157,858 163,953

短期借入金 103,119 105,760

1年内償還予定の社債 20,170 20,160

1年内返済予定の長期借入金 121,928 134,162

未払法人税等 2,026 818

引当金 4,196 3,528

その他 22,925 24,750

流動負債合計 469,381 499,110

固定負債

社債 15,075 15,000

長期借入金 215,601 182,709

利息返還損失引当金 25,033 15,548

その他 6,484 6,600

固定負債合計 262,194 219,858

負債合計 731,576 718,969
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 94,028 94,028

資本剰余金 13,948 13,948

利益剰余金 20,232 36,396

自己株式 △3,110 △3,110

株主資本合計 125,098 141,263

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 459 1,489

為替換算調整勘定 459 247

その他の包括利益累計額合計 918 1,737

非支配株主持分 2,914 2,524

純資産合計 128,931 145,524

負債純資産合計 860,507 864,494
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

営業収益

営業貸付金利息 53,363 55,679

包括信用購入あっせん収益 13,176 14,136

信用保証収益 11,323 10,959

その他の金融収益 6 4

その他の営業収益 15,323 15,083

営業収益合計 93,192 95,863

営業費用

金融費用 5,496 5,444

売上原価 929 901

その他の営業費用 75,260 73,915

営業費用合計 81,686 80,261

営業利益 11,506 15,602

営業外収益

貸付金利息 219 149

受取配当金 26 32

持分法による投資利益 72 145

為替差益 226 325

不動産賃貸料 63 68

投資有価証券売却益 ― 367

助成金収入 ― 265

その他 125 106

営業外収益合計 733 1,461

営業外費用

支払利息 3 2

貸倒引当金繰入額 2 9

感染症関連費用 ― 88

その他 7 4

営業外費用合計 13 105

経常利益 12,225 16,958

特別利益

新株予約権戻入益 230 ―

特別利益合計 230 ―

特別損失

固定資産売却損 ― 91

固定資産除却損 109 ―

特別損失合計 109 91

税金等調整前四半期純利益 12,346 16,867

法人税、住民税及び事業税 1,647 1,876

法人税等調整額 △111 △986

法人税等合計 1,536 889

四半期純利益 10,809 15,977

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △939 △187

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,749 16,164
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 10,809 15,977

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 292 1,041

為替換算調整勘定 240 △425

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 533 616

四半期包括利益 11,343 16,593

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,161 16,983

非支配株主に係る四半期包括利益 △818 △389
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 12,346 16,867

減価償却費 2,030 2,472

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,018 1,435

賞与引当金の増減額（△は減少） △657 △668

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10 ―

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △10,325 △9,484

受取利息及び受取配当金 △245 △182

支払利息 3 2

投資有価証券売却損益（△は益） ― △367

持分法による投資損益（△は益） △72 △145

助成金収入 ― △265

新株予約権戻入益 △230 ―

固定資産売却損益（△は益） ― 91

固定資産除却損 109 ―

営業貸付金の増減額（△は増加） △40,335 7,610

割賦売掛金の増減額（△は増加） △4,125 △94

その他営業債権の増減額（△は増加） △531 197

買取債権の増減額（△は増加） △530 127

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,830 353

営業保証金等の増減額（△は増加） △154 △3,700

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,840 △3,552

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,717 11,305

その他 75 489

小計 △39,905 22,493

利息及び配当金の受取額 258 238

利息の支払額 △4 △1

助成金の受取額 ― 250

法人税等の支払額 △1,074 △2,892

営業活動によるキャッシュ・フロー △40,725 20,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 ― △5,001

有形固定資産の取得による支出 △334 △1,662

有形固定資産の売却による収入 ― 200

無形固定資産の取得による支出 △961 △2,311

投資有価証券の売却による収入 ― 539

その他 △1,802 △279

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,098 △8,514

　

アイフル㈱(8515) 2021年３月期 第３四半期決算短信

7



(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 977,245 1,082,337

短期借入金の返済による支出 △969,587 △1,079,133

長期借入れによる収入 134,490 73,900

長期借入金の返済による支出 △110,024 △94,418

社債の発行による収入 15,000 15,000

社債の償還による支出 △85 △15,085

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △448 △756

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,590 △18,156

現金及び現金同等物に係る換算差額 △314 344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,451 △6,239

現金及び現金同等物の期首残高 36,108 43,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,559 37,281
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であるライフカード株式会社が、新設分割により新たに設立し

たＡＧミライバライ株式会社を連結の範囲に含めております。

第２四半期連結会計期間より、新たに設立したアイフルメディカルファイナンス株式会社を連結の範囲に含めて

おります。

2020年７月１日にビジネクスト株式会社はアイフルビジネスファイナンス株式会社に、アストライ債権回収株式

会社はＡＧ債権回収株式会社に、ライフギャランティー株式会社はアイフルギャランティー株式会社に、それぞれ

商号変更しております。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について）

当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグ

ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について

は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39

号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法

の規定に基づいております。

（新型コロナウイルス感染症の影響について）

新型コロナウイルス感染症によって、当社グループのお客様のご利用状況などが変化しております。

貸倒引当金等の会計上の見積りの仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な

変更はありませんが、現時点の影響を踏まえ、判断しております。

また、資金需要の今後の推移には注視が必要な状況にあります。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した

場合には、これらの見積りと実際の結果が異なる可能性があります。
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